
≪住民が参加できる、開かれた議会の実現に向けて≫ 

─────【 市民が発行する 『議会改革だより』 】─────── 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

“みんなで創ろう 身近な川口市議会” 

議会基本条例を考える会【メールマガジン】Vol.040     2014/6/1 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆このメールニュースは「議会基本条例を考える会」が定期的に発行する 

 メールマガジンです。今回は 5 月 1 日に続く第 40 号です。 

 皆様には BCC にてお送りしておりますが、失礼があればお許し下さい。 

◆当会は川口市を中心に活動している市民団体です。川口市議会に関する 

 情報が比較的多くなりますが、悪しからずご了承願います。 

 尚、当団体には市外・県外からも同じ志を持つ市民が参加しています。 

◆全国各地の議会改革情報や我々の活動報告をはじめ、様々な関連情報を 

 発信して参ります。本メールマガジンの転送は大歓迎です。 

◆メルマガの登録はこちらです。発行済のメルマガも見ることができます。 

 http://gikaikaikaku.web.fc2.com/mail-magazine.html 

 

【【【【【 ブログ移転のお知らせ 】】】】】 

当会では 5 年前の設立当初から議会改革のブログを立ち上げ、議会改革 

関連情報を発信して参りました。このたび予期せぬトラブルなどもあり、 

従来の「nifty」から「Blogger」に変更したのでご案内申し上げます。 

（移転先ブログ） 

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/ 

引き続き、「議会改革のブログ」をご愛顧くださるようお願い致します。 

 

【当会の活動へのご支援をお願いします】 

当会の活動は会員の会費とカンパにて行っています。当会の活動にご賛同 

いただける方々のカンパをお待ちしています。 

<三井住友銀行川口支店 普通口座 4301711 議会基本条例を考える会> 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

当会では川口市議会定例会・一般質問について独自評価を行い、選考結果 

を公表。3 月定例会については 5 月 21 日に報道各社に発表しています。 

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/05/263.html 

龍谷大学・土山希美枝准教授は、一般質問には①監査機能②政策提案機能 

があると主張しているが、残念ながら十分発揮されているとは言えない。 
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何のために、何を目的として、その一般質問を行うのか？ 論点を絞り 

「到達点の目標」を定め、それに沿って情報収集・分析して質問を組み立 

てるべきでしょう。土山希美枝准教授は、一般質問は「一人で出来る議会 

改革」とも述べているが全く同感です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

───────────────────────────────── 

｛１｝『特集』 会議条例を制定し、議会 BCP も策定･･･大津市議会 

───────────────────────────────── 

大津市議会は 2 月 17 日、議会運営ルールの「見える化」を図るため、会議 

規則を廃止して「会議条例」「会議規程」に分離して規定、3 月 20 日には 

議会の業務継続計画（BCP）も策定した。何れも全国の自治体議会では初の 

試みである。前例に囚われることなく、合議制機関として議会機能の向上、 

市民の権利保障を高めるために邁進する同市議会から目が離せません。 

市民はもとより執行部の職員でも容易に知ることが出来ない議会の「先例」 

「申し合わせ」の内容も出来る限り会議規程に移して、例規集に登載する 

ことで容易にアクセス出来るようになっています。 

（出典：月刊ガバナンス 5 月号） 

───────────────────────────────── 

｛２｝「議会基本条例を考える会」最近の活動報告 

───────────────────────────────── 

 ▽＜議会基本条例を考える会・5 月定例会（5 月 16 日）＞ 

  オブザーバ参加 3 名（内 1 名が女性）が加わった賑やかな月例会では、 

  昨年度の会計報告、新ブログへの移行、川口市議会だより 4 号の配布、 

  一般質問（3 月議会）の独自選考、常任委員会傍聴ツアー等を中心に 

  討議した。 

 ▽＜川口市議会・議会改革推進委員会、傍聴（5 月 20 日）＞ 

  一般質問の質問回数撤廃は、大筋としては全会一致で決定した。今後 

  具体的なルール作りが行われる。「広報かわぐち」での議会情報の充実 

  については、コスト＆編集（期間、作業負荷）等から前向きな意見が 

  出ず改善は難しい様子。そして「議会だより」発行の見通しも暗い。 

 ▽＜一般質問に関する選考結果の公表（5 月 21 日）＞ 

  川口市議会 3 月定例会に置ける一般質問について、当会独自の評価を 

  行い、選考結果を公表した。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/05/263.html 

 ▽＜自治体総合フェア「議会改革セミナー」（5 月 22 日）＞ 

  地域開発研究所主任研究員「牧瀬稔」氏の講演“何の為に議会を改革 

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/05/263.html


  するのか”を受講。「議会改革とは何か」「議会基本条例とは何か」 

  「議員提案条例の効果を高める規定？」「これからの議会基本条例」 

  などを学んだ。 

 ▽＜川口市議会だより（4 号）発刊の公表（5 月 26 日）＞ 

  議会だより 4 号が完成、川口市役所記者クラブで記者発表した。今回 

  は 26 年度予算が中心です。第 4 号からはより不偏不党を目指すために、 

  編集後記を止めた。詳細は当会 HP（更新情報）にてご確認ください。 

  http://gikaikaikaku.web.fc2.com/ 

 ▽＜川口市議会傍聴（常任委員会）ツアーの公表（5 月 28 日＞ 

  大人の社会科見学・川口市議会傍聴ツアーは、6 月 20 日に開催します。 

  今回は「議会の現場」常任委員会の傍聴、5 月 28 日に記者発表した。 

  詳細は当会 HP（更新情報）にてご確認ください。 

  http://gikaikaikaku.web.fc2.com/ 

───────────────────────────────── 

｛３｝全国各地の議会改革関連情報 

───────────────────────────────── 

 ▽＜議会に対する市民の期待感は？＞ 

  多摩市議のブログより。 

  http://www.iwanaga-hisaka.net/hisaka/2014/04/post-764.html 

 ▽＜ミッションとやめ時＞ 

  武蔵野市議のブログより。 

  http://blog.livedoor.jp/go_wild/archives/52369380.html 

 ▽＜「お知らせ」 議会改革のブログを変えました。＞ 

  当会のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/05/blog-post_6357.html 

 ▽＜地方議会のネクストステージを議論する＞ 

  岐阜県議のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/05/blog-post_8.html 

 ▽＜和歌山県由良町議会で議員懲罰騒動＞ 

  松阪市議のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/05/blog-post_9749.html 

 ▽＜できることを見える化する 京都市会の改革＞ 

  武蔵野市議のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/05/blog-post_1754.html 

 ▽＜議会広報の研修会＞ 

  宮代町議のブログより。 
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  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/05/blog-post_11.html 

  ▽＜議員間討議＞ 

  松阪市議のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/05/blog-post_12.html 

 ▽＜より親しみのある県議会広報を目指して！～広報紙県議会だよりでは、 

  スマートフォンを使った新たなサービス(ＡＲ機能)を始めました～＞ 

  埼玉県政ニュースからの転載です。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/05/blog-post_14.html 

 ▽＜議会報告会＞ 

  合志市議のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/05/blog-post_15.html 

 ▽＜変わり始めた議会事務局＞ 

  日経グロ―カル、4 月 21 日号より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/05/blog-post.html 

 ▽＜議会事務局改革は進んだか？＞ 

  自治日報（5 月 2・9 日号）より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/05/blog-post_21.html 

 ▽＜AR 技術で写真が動く広報紙･･･埼玉県三芳町＞ 

  月刊ガバナンス 5 月号より。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/05/ar.html 

 ▽＜初めての議会報告会をふりかえって＞ 

  東村山市議のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/05/blog-post_23.html 

 ▽＜細い道を行く宮代町議会＞ 

  宮代町議のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/05/blog-post_25.html 

 ▽＜議会改革は質問力から＞ 

  武蔵野市議のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/05/blog-post_26.html 

 ▽＜議長に事務局職員の実質人事権を＞ 

  5 月 16 日付自治日報に掲載された記事です。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/05/blog-post_27.html 

 ▽＜議員間討議＞ 

  松阪市議のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/05/blog-post_28.html 

 ▽＜利益誘導型から問題解決型の政治家へ＞ 
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  会津若松市議のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/05/blog-post_29.html 

 ▽＜今日の議会運営委員会の傍聴者 23 名＞ 

  八潮市議のブログより。 

  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/2014/05/23.html 

 

【川口市議会だよりの記者・編集委員を募集中！！！】 

川口市議会だよりは、年 4 回発行する予定。市民が作る議会だよりを目指し、 

記者・編集委員を募集中（報酬はありません）です。我々と一緒に紙面を 

作りませんか？お申込は当会（下記）までご連絡ください。 

 

【一般質問を独自評価する川口市民の選考委員を募集中！！！】 

 川口市議会の一般質問について、市民目線をもとにした当会独自の評価を 

 行っています。選考委員は当会会員だけでなく、当活動に賛同する方が、 

 当活動のみのサポーターとして参加することができます（会費・報酬等は 

 ありません）。お申込は当会（下記）までご連絡ください。 

 

【次回定例会】 

 6 月 20 日（金）18:00～かわぐち市民パートナーステーション 

 オブザーバ参加（市民、職員、議員どなたでも）を歓迎致します。 

 

───────────────────────────────── 

◆議会基本条例を考える会（代表：伊田昭三） ※当会は不偏不党です※ 

 連絡先：090-2672-9435 

 ◇ホームページ http://gikaikaikaku.web.fc2.com/ 

 ◇ブ ロ グ  http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.jp/ 

 ◇お問い合わせ gikaikaikakukawaguchi@gmail.com 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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